


Webデザインをただ学ぶだけで終わらせない

フリーランスとして収入を得るためのスキルが身につく

実践型Webデザイン/マーケティングスクール。それが

Change Life クリエイターズ

～Vision～



7
T.Tさん
(主婦・二児の母)

受講開始から3ヶ月弱…
PC初心者から月収40万円を突破！
自由業の夫、子供たちのこれから、自分たちの老後…
自分たちの未来に漠然とした不安がありました。

在宅でって理想的だけど「PC触れない自分に何ができる？」 
とやはり探すのは短時間のパートばかりでした。

パソコン超超初心者でも「0」から丁寧に教えて
もらえるので夢が広がります。

今、一歩を踏み出せない方にぜひおすすめです
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甲斐 可奈子さん
(エステサロンオーナー/マイルアドバイザー)

資産サイトで集客
3日間で30万円の売上を達成！
あさみさんと出会う前は、自分自身で独自サイトを立ち上げて 
みたものの、知識もなく何をどうすればいいかわかりませんでした

そんな中、FBであさみさんと出会って猛アプローチ。結果

見事、3日で30万円の売上を達成することができました！

自身でサイトを作った時と違い簡単にでき、わからないことは
質問フォローを繰り返すことで何の迷いもなく構築が進み
アドセンスも一発合格！

LINE@で自動化するマーケティングもコンサルいただき
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西秋　恭子さん
(企業・集客サポート/ホームページ制作)

講座を学びすぐに20万円の売上！
元々、SEOについて勉強したいなーと思っていましたが 
超初心者なので、良さそうな講座や書籍を探すことができず 
どうしたものか…と悩んでいました。

佐藤さんの口座を見つけたときは「これだ！」と、ずっと 
探していたものを見つけた気がして嬉しかったです。

講座で得たことを組み合わせて新しいサービスも作り、 
すぐに20万円の売上を達成することができました

講座内容もわかりやすく、無駄なポイントがなくポイント毎に 
解説してくれていたので、すぐに取り組むことができました。
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柳原 杏奈さん
(ファッションアドバイザー/ビジネスコンサルタント)

一切売り込みせずに5万円の講座を 
放置状態のサイトから4点販売！
アメブロ、FBをメインに集客していましたが、毎日記事を 
書かなければいけないこともあり、安定して集客できる状態を 
作りたいと思っていました。

何の告知もせずにお問い合わせが入るようになり、  
5万円の講座が一切売り込みせず4点売れました！

ホームページを作成してからは毎日記事を書かなくても 
アクセスしていただける状態で気持ちが楽になりました。

ホームページを作成して半年くらい経った頃から、



~こんなお悩みありませんか？~

WEBデザインを学んだが、収入に繋げる方法が分からない 
マーケティング知識を身につけて収入をアップさせたい 
フリーランスで収入を得る土台となる知識を身につけたい 
WEBデザインを学びたいが何から始めていいかわからない 
自分で商品やコンテンツを作って販売する方法を学びたい 
WEBマーケティングの知識も提供し案件単価を上げたい 
WEBデザインとWEBマーケティングを一気に学びたい 
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WebマーケティングとWebデザイン
両方を”0”から学べる

収入を得ることに特化した
マーケティングスキルが学べる

～チェンジライフを受講する2つのメリット～

その1 その2



3 WebマーケティングとWebデザイン
両方を”0”から学べる

収入につながるWebマーケティングの知識を網羅したカリキュラム 
に加え、Webデザインの基礎＋安定的に収入を得やすいLPデザイン 
を学ぶことができます。
カリキュラムは随時追加され、継続会員であればコンテンツを 
ずっと学んでいただくことができます。

収入を得ることに特化した
マーケティングスキルが学べる

既存のマーケティングスクールはインハウス・運用会社などで使う 
広告スキルなどがメインの場合が多く、商品設計やブランディングなど 
根本的な考え方を体系的に学べるところはあまりありません。

チェンジライフではSEOやLINEステップ運用などもまとめて学べます。



～カリキュラムの特徴～
チェンジライフのカリキュラムはすべて”収益を得ること”
に特化したコンテンツです

まず「学ぶ目的」を決め、そして「学ぶルートを見定める」ことで
最短で最速の効果が出るようなカリキュラム構成になっています。

さらに、ただ学ぶだけ、一時的に稼ぐだけではなく、 
「ビジネスを長く続けるため」のマインドセットや、フリーランス 
もなったら必ず必要となるお金の知識を学ぶセミナーなど

コミュニティとして参加者が交流し、モチベーションを 
高く保ち続けることができるような場もご用意しております。

4
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学ぶ目的を1つ決める
まずは ”学ぶ目的”を1つ明確にしましょう

クライアントワークでフリーランスになる

自分でコンテンツを作って販売する

Webマーケターとして年収を上げる

これらのうち、どれか1つで構いません。徹底的に学んで
実践し、目標達成の経験を積み重ねることで、他の目的
にも応用していくことは充分可能です
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クライアントワークでフリーランスになる

Webデザイン/Webマーケティングでお客様の手助けをして安定的に
収入を得る方法。実績を積むほど受注単価を上げることも可能です。

WEBデザインはまだまだ需要もあり、 
まずは一生使えるデザインスキルを身につけられる

”デザインができる”だけだと埋もれてしまうが、マーケティングスキル 
で＋αの強みを持つことで選ばれるデザイナーになれる

お客様へSEOやLINE運用などのマーケティングサポートを提供することで 
単価UP＆継続サポート案件として受注が可能になり、収入が安定する

【メリット】



4

自分でコンテンツを作って販売する
自分の強みを活かしてコンテンツ作成、ブランディングからセールスまで行う
ことで一連のマーケティングスキルが身につきます。SNSが得意な方向け。

【メリット】
コンテンツは一度作ればブラッシュアップするだけでOKなので、 
毎回制作→納品といった労働が発生せず、稼働時間が減る

実績が出来れば値上げも可能、収入どんどんアップも可能

コンサルティング企画やコミュニティー運営、 
上位コースなどを付加して販売もできるので収入の天井がない
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Webマーケターとして独立し年収を上げる

【メリット】
広告運用だけでなく、SEOやリストマーケティングなど、多角的な 
マーケティングスキルを身につけることができる。

多くのスキルを身につけることで、企業の必要としているスキルに 
マッチする可能性が上がるため、就職/転職活動が有利になる。

Webデザイナー志望者が多く、就職が難しくなっている中で、 
マーケティングスキルという付加価値をつけることで差別化になる

会社員のWebデザイナーの平均年収は400万円台、それに対してマーケターは 
500万円台まで上がります。多角的なwebマーケティングスキルを身につける 
ことで、どんどん年収を上げていくことが可能です。

年収を上げられる
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学ぶルートを見定める

”マーケティング”と名のつくもの 
ばかりを片っ端から学ぶのはNG。

そのスキルはあなたの目標達成に
本当に必要なものでしょうか？

”必要なスキル”だけを把握し、
学ぶ順番を決め、最短ルートで
ゴールにたどり着いてください。

～カリキュラムの特徴～



5 ～カリキュラム詳細～
フリーランスに必要なWebマーケティング/Webデザインスキルを

マインドセット Webマーケティング
ベーシック

Webマーケティング
アドバンス Webデザイン

ムダなく体系的に学ぶことができる4つのカリキュラム構成
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～マインドセット～

フリーランスとして
稼ぐためのマインドセット

フリーランスが
覚えるべきお金の話

Webマーケティング/デザインを確実に 
習得するための目標設定方法。

目標達成するためのメンターとの接し方

Web業界のフリーランスとして 
長く生き残っていくためのマインドセット

フリーランスの税金について
(マネーリテラシーセミナーの開催)

フリーランスにおすすめのサービス
(会計・保険・事業共済など)

一生幸せになれる 
働き方&お金のマインドセット教材



LINEステップ設定方法(具体的な操作)

5 Webマーケティング

”あなたから買いたい！”

～ベーシック～
ポジション確保の基礎知識 リストマーケティング基礎知識

競合調査方法と証左結果の活用法
自社情報の整理/3C分析/SWOT分析

商品構築をスムーズにするペルソナ設計
280万円を生み出したコンセプトメイク
コンテンツ作成から販売までの全体像

【2021最新】リストへのアプローチ基準
メルマガとLINEの違いと使い分け

LINEステップによる収益化の全体像

LINEで必要な顧客教育＋α

ブランディング実践編

ビジュアルブランディングの基礎
戦略的・カラーブランディング
ブランディングにおけるフォントの基礎

個人~大手まで応用可能な 
ファネルマーケティング手法
個人/小規模法人で収益を生むDRM

コンテンツ販売までのロードマップ

マーケティング手法の基礎知識

Wordpressブログ収益化の基礎

SEO

サーバー導入/ドメイン取得/初期設定
SEO対策の基礎(考え方と目的)
SEOで勝つためのキーワード選定
SEO対策必須ツール



月150万円の売上を出した

5 Webマーケティング
Googleリスティング広告の

～アドバンス～
具体的な操作方法と実践知識 リストマーケティング実践編

リスティング広告の概要
キーワードのマッチタイプについて

広告出稿に必要なもの(予算・画像等)
具体的な出稿操作
リスティングにおけるキーワード選定

リスト収集の目的と方法
ゴール設定・コンバージョンの考え方

登録ページ(オプトインページ)の導線

リストマーケティングの実例公開

SEO実践/SEOライティング

Googleアナリティクス解析と実践方法

SEOライティング 
(タイトル/小見出し/本文)
クライアント向けSEO案件獲得の流れ

売り込まなくても「買いたい」 
と言われるセミナーセールス

自動販売するためのLPセールスの極意

案件獲得へのマインドセット

セールス・案件獲得

実践セミナーを多数開催予定！

FB広告実践知識

(教材も随時追加していきます)
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～Webデザイン～

デザインにおけるマインドセット
デザイン理論(コンセプト/4原則/色彩・文字/写真)
Webデザイン基礎講義
LPデザイン基礎編/実践
HTML/CSS基礎
デザインツールの使い方

※教材は開講後もどんどん追加されていきます！

6月以降追加予定
WordPress基礎構築
（Snow Monkey/Elementor）



6 ～コース料金プラン～
ご自身の未来に合わせて選べる3つのプランをご用意

稼げるフリーランスの
第一歩を踏み出したい方へ！

Webマーケティング
ベーシックコース

マーケティング×デザインで
差別化できる人材になる！

Webマーケティング
＋

Webデザインコース
二人三脚
コース

最高の環境で
最高の人生を目指すなら！



6
稼げるフリーランスの第一歩を踏み出したい方へ！

Webマーケティングベーシックコース

6ヶ月間Slackにて質問し放題！
月1~2回のセミナー受講・無期限のコンテンツ閲覧権

こんな人におすすめ！
・WEBマーケティングを学ぶのが初めての方 
・ビジネスの方向性はこれから決めていきたい方 
・WEBデザイン、プログラミングは他のスクールで学んだ方 
・SNS発信からコンテンツ販売をまずやってみたい方 
・現在のスキルを生かせるマーケティングスキルを身につけたい方

目指せる月収例：20万円～ ※サブスクリプション（月額会費）980円/月で継続可能 
（コンテンツ閲覧、Slack、zoomセミナー参加）
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10ヶ月間Slackにて質問し放題！
月1~2回のセミナー受講・無期限のコンテンツ閲覧権

こんな人におすすめ！

目指せる月収例：30万円～

マーケティング×デザインで差別化できる人材になる！
Webマーケティング ＋ Webデザインコース

・WEBデザイン、LPデザインも0から学んでみたい 
・WEBマーケティングを学ぶのが初めての 
・WEBデザインとWEBマーケティングを効率的に学びたい 
・デザインスキルに掛け合わせ、SNSからコンテンツ販売をしたい 

※サブスクリプション（月額会費）980円/月で継続可能 
（コンテンツ閲覧、Slack、zoomセミナー参加）
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二人三脚コース

12ヶ月間Slackにて質問し放題！
月1~2回のセミナー受講・無期限のコンテンツ閲覧権

こんな人におすすめ！

目指せる月収例：50万円～

最高の環境で最高の人生を目指すなら！

講師との通話・チャットコンサル12ヶ月間回数無制限！

・人生変えたい 
・短期間で着実に使えるWEBマーケティングを身につけたい 
・佐藤あさみの全力サポートを受けたい 
・佐藤あさみの人脈に興味がある 
・0から全てを身につけたいので、手取り足取り教えて欲しい 
・いつでもすぐに質問できる環境が欲しい 

Slack、zoomセミナー参加、コンテンツ閲覧 
永久無料で閲覧可能

※このコースは審査制です



~講師紹介~
あさみ(Webマーケター/Webデザイナー)

チェンジライフスクール代表
10代から趣味でHTML/CSS、Photoshopを活用

2013年からサイトアフィリエイトで200個の 
独自ドメインサイト、60個のWordPressサイトを開設。

2017年にフリーランスのWEBデザイナーとして独立。

現在、法人設立準備中。

同時にマーケティングを学び2018年に情報発信で4時間で 
560万円の売上。2019年以降はフリーランスとして 
自由に仕事しながら年商1500万円をキープ。



~講師紹介~

【しんいち】
Webデザイン講座・教材担当
新卒～現在に至るまで、デザイン 
制作会社にて大手家電メーカーの 
販促物のデザインを行う 

LPをメインに企業様、起業家、 
トップアフィリエイターなどの 
方々のデザインサービスを提供

【せいた】 【コッチ】
ビジュアルブランディング講師 マネーリテラシーセミナー

Wordpress/マイルセミナー担当
Webデザイナーとして活動中。

初心者でも、ビジュアルで人を 
動かすことができるよう、 
基礎から応用まで丁寧に指導。

二児の子育てと、エステサロンを 
経営する傍ら、マイラーとして 
過去13年間で1,250万円分もの 
マイルやポイントを得る。
マイルアドバイザーとして数多く 
の生徒さんに指導を行っている。


